report 企業紹介

水産都市下関から、こだわりの逸
品を全国へ届ける老舗海産物問屋

◎はじめに
下関市は、本州の最西端に位置し、古くから

株式会社 林商店

陸と海における交通の要として栄えてきた。ま
た、三方を海に囲まれ優良な漁場が多く、漁業
や水産加工業など水産都市としての歴史も古
い。市内には、主に近海魚を扱う唐戸
（からと）
市場、ふぐ専用の南風泊（はえどまり）市場、
沖合底びき網の漁獲物が特徴的な下関漁港市場
などの卸売市場があり、各市場は水産物の安定
供給において重要な機能を有している。
なかでも昭和８年開設の唐戸市場は、業者相
手の卸売機能だけでなく、一般消費者向けの小
売機能をあわせもつ全国でも珍しい形態をとっ
ている。平成13年には、下関市立しものせき水
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●会社概要

族館「海響館」の整備等とあわせたウォーター
フロントの再整備事業により隣接地に新築移

所 在 地：下関市本町１ - ４ -20

転。現在では下関の観光スポットとしての役割

年

商：1,910 百万円（平成 26 年１月期）

も大きい。

設

立：昭和 37 年 10 月

資 本 金：10 百万円

本稿で紹介するのは、創業以来74年にわたり

従 業 員：31 名（平成 26 年２月末現在）

その唐戸市場の一角に店舗を構える老舗海産物

事業内容： 海 産 物 の 加 工 、 卸・ 小 売 販 売

問屋の㈱林商店である。水産都市下関からオン

直営店の展開
店

舗：唐戸営業所（下関市地方卸売市場唐
戸市場内）
、下関大丸店、行橋営業所

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.hayashi-shouten.com/

リーワン商品を武器に首都圏、関西圏に向けて
販売エリアを拡大中の同社の取り組みをレポー
トしたい。

◎北海道産海産物の専門問屋
㈱林商店の創業は昭和15年、現社長である林
憲志氏の祖父が唐戸市場で北海道産昆布の卸問

●会社沿革
昭和15年
昭和37年10月
平成13年
平成23年 7月
平成25年10月

平成26年 2月

昆布卸問屋として創業
会社設立
林憲志氏が代表取締役に就任
完全無添加•無着色辛子明太子が下関
ブランドに認定
山口県水産加工展にて「獺祭」の酒
粕を使った魚の粕漬が最優秀の「農
林水産大臣賞」を受賞
公益財団法人やまぎん地域企業助成
基金の助成企業に選定

屋を始めたことに遡る。創業間もないころから
北海道漁連と直接契約を結んでいることが強み
だった。昆布が軌道に乗れば今度は鮭を、鮭が
売れればサンマを、さらに数の子を、と北海道
漁連の方から次々と声がかかり、順次取扱商材
を増やしていった。競争の激しい業界で、同社
が長年にわたって営業を続けることができたの
も、こうした北海道産海産物の専門問屋という
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特徴的な位置づけが大きな要因となっている。

すことができない。そんなある日、探していた

林憲志氏は、幼いころから家業を継ぐ意思は

念願の「たらこ」に北海道でやっと出会うこと

全くなく、大学を卒業後は広島の自動車メー

ができた。ここから無添加辛子明太子の開発が

カーに就職する。ところが、もともと商家で育っ

スタートする。

た林氏には、一方では独立して事業を始めたい

最も苦労したのが、深みのある甘さを出すこ

という気持ちが根強くあり、一旦会社を辞めて

と。そもそも食品添加物は、食品の保存や着色

起業したものの事業には失敗。再度のサラリー

などの目的で使用されるが、食品の甘みを引き

マン生活を余儀なくされる。そうした中、ある

出す役割も担っている。そのため添加物を使わ

正月の帰省時に、これまでにない父親の弱気な

ずに自然の素材だけで製造すると、甘み自体が

様子を見て考えが変わった。自分でゼロから立

不足して深みのない味になってしまう。２年に

ち上げるのも、父親の後を継いでそれをさらに

わたり試行錯誤を繰り返した結果、納得のでき

伸ばすのも結局は同じではないか。下関にもど

る奥深いコクとまろやかな味の、業界初となる

り㈱林商店に入社することを決意するに至る。

完全無添加辛子明太子に到達した。
素材には一番美味しいといわれる産卵直前の

その後、父親の後を継いで社長に就任したのは、

ま

こ

折しも唐戸市場がリニューアルオープンした平

完熟した卵（真子）を使用。味付けは地元老舗

成13年のことだった。

メーカーのヤマカ醤油㈱の協力を得て、２次原

同社の看板商品は秘伝のタレで煮込んだ辛子

料まで無添加にこだわった。素材自体の味を損

明太子。もともと原料の「たらこ」（スケトウ

なわないように、辛さ控え目で薄味に仕上げ、

ダラの卵巣）を北海道から仕入れて加工業者に

しかも低温熟成庫で96時間（丸４日間）じっく

供給していたが、30年ほど前から自社製明太子

りと漬け込んでいる。結果的に漬け込みタレは、

の製造を開始した。現在では、年商の３分の１

同社の従来品と比べて10倍以上のコストになっ

を占めるまでに至っている。また、15 〜 16年

た。いかにそのコストを下げるかが今後の課題

前からは、ふぐの加工品や開きものなど北海道

だ。平成23年には、下関ブランド推進協議会
（会

以外の海産物も積極的に仕入れるとともに、独

長：下関市長）から下関ブランド１に認定され

自の加工品の製造に努めている。
「自分が食べ

ている。

て旨い物しか扱わない」という祖父の思いが先
代、
そして林社長へと脈々と受け継がれている。

◎化学調味料完全無添加の「辛子明太子」
近年、消費者の食に対する安心・安全への関
心はかつてない高まりをみせている。林社長は、
明太子の製造販売業者として、化学調味料無添
加の辛子明太子を作りたいとの思いがあった。
しかし、完全無添加に見合う原料の「たらこ」
▲無添加辛子明太子

がどうしても見つからない。製法に見合ったも
のでないと明太子の特徴であるツブツブ感を出
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全国に誇れる質の高い優良な下関地域の「食」の産品と
して上記協議会が認定。
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◎銘酒「獺祭」の酒粕を使った「山口産の魚

酒屋で口にしてみると日本酒でありながらワイ

の粕漬け」

ンのような深い味わいがした。どうせなら、山

林社長は東京のある百貨店のバイヤーから、

口生まれの銘酒で今や海外でも人気を集める旭

魚の粕漬け商品を作って欲しいと、会うたびに

酒造㈱の純米大吟醸酒「獺祭」の酒粕を使いた

言われていた。新鮮な魚が毎日水揚げされる下

い。そう思い込むと、飛び込み同然で同社を訪

関では、魚料理といえば刺身や焼き物が主流。

問。断られるのは覚悟のうえだったが、無添加

粕漬けは、余った魚を材料にするイメージがあ

の製品にこだわりたいという思いが通じたの

るので、当地ではあまり売れない。「かす」と

か、桜井社長の快諾を得ることができた。

いうイメージも敬遠される理由のひとつかもし

魚は山口県で水揚げされた鮮度の良いものだ

れない。ところが、関東では粕漬けがよく売れ

けを使用。辛子明太子と同様に、もっとも苦労

るという。それなら、他社にはない粕漬けを作

したのは味付けである。隠し味に創業100年を

ってやろうと開発に着手した。

超える下関の老舗「おかむら」の米味噌を使っ

開発にあたりこだわったのは、山口県産の清

た。１尾ずつサラシに包んで48時間じっくり漬

だつ

酒。酒好きの友人たちに聞くと口を揃えて「獺

け込むことで、魚全体にムラなく味付けがほど

さい

祭」という。自身は酒をあまり飲まないが、居

こされる。保存料・着色料は一切使わず、安心・
安全で素材の本来の味が生きている。大吟醸特
有のフルーティーな風味と焼き上がりの香ばし
さを備え、他の粕漬けとは明らかに異なるオン
リーワン商品が誕生した。昨年のお中元のギフ
トから販売をスタートさせたが、バイヤーにも
好評で全国の主だった百貨店で取扱っている。
また、第45回山口県水産加工展では、最優秀賞
の農林水産大臣賞を受賞することができた。

◎オンリーワン商品を武器に商圏を拡大
▲魚の粕漬け

同社の商圏は、６〜７年前までは下関を中心
としたエリアでしかなかった。関東や関西に営
業をかけても、特色のある商品がないと商談が
成立しない。ところが、今までとは違うワンラ
ンク上の辛子明太子を作る技術力が評価された
ことで、理念もしっかりしているし、使ってみ
ようと言ってもらえるようになった。オンリー
ワンの商品を武器に商圏が広がりつつある。
この流れを確たるものにするために、林社長
は今後も積極的に商品開発を進めていく方針

▲魚の粕漬け
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だ。例えば、首都圏では調理不要の食材に人気

がある。それなら、焼いた紅鮭の切身を一切れ

照準を定める。それまでは趣味のゴルフもやら

ずつ真空パックにした商品は作れないか。地域

ない。「誰にも負けない努力をする」
。柔和な表

それぞれの消費者のライフスタイルに合わせた

情の中にも、林社長の燃えるような決意が感じ

商品を提供すれば商機を見いだすことができ

られた。

る。それも地元で作られているものを使い、コ
ラボ２ 商品として他社との共存共栄を図りなが

◎おわりに

ら開発を進めたい。自社の売上が伸びれば、他

取材に訪れたのは、まだ寒さが残る下関・唐

社の売上も伸び、地域の活性化にもつながると

戸市場。業者等の買付が一段落した平日の午後

いう思いが根底にある。

の取材であったにもかかわらず、㈱林商店の店
頭は活気に溢れており、買物客も途切れること

◎会社と社員は共存共栄

なく、その人気のほどがうかがえた。

他社との共存共栄が商品開発の根底にあるの

辛子明太子も粕漬けも味付けに苦労した。
「自

と同じように、会社と社員も共存共栄だと林社

分が食べて旨い物しか扱わない」という一見シ

長は考える。会社があって自分達があるし、自

ンプルなこだわり。家業を継ぐのを嫌い続けた

分達があって会社があるわけだから、全員でハ

林社長が、今度は寝る間も惜しんで会社と社員

ッピーになろうと機会あるごとに社員に話す。

を守り抜こうとしている。水産都市下関を支え

自分自身にも厳しい。唐戸市場への出勤は午前

る企業の足腰の強さを感じた早春の一日だっ

４時。午後４時にシャッターを閉めた後、本社

た。

（松本

敏明）

に戻り社長業や商談をこなす。午後10時に会社
を出て帰宅し、寝るのは夜
12時になる。昼に１時間の
睡眠をとるというが、真似
のできることではない。
長年のそうした努力の結
果として、事業も順調に推
移している。新商品の業績
への貢献に合わせて不採算
部門を整理したため、売上
こそあまり伸びていない
が、
利益率は向上してきた。
今後さらに商品開発と商圏
拡大を進めることで、これ
からは売上を増やしながら
売上高経常利益率５％超に
２

▲唐戸市場内の店舗

共に働く、協力するの意味で、共同制作、共同事業、共
同研究などを指す。コラボレーションの略。
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